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テイクワンボックスとは？ 

テイクワンボックスは、大型商業施設、スーパー、ドラッグストア、書店、アーケード街等に設置している集合
型ラックです。ポケットに掲出されている広告媒体や無料情報誌を自由に持ち帰ることができます。 

御社の用途に合わせた、こまめなメンテナンスやさまざまなセットパックのご提案が可能です。効果的な宣
伝ツールとしてぜひご活用下さい。 

 効果 

■費用対効果が高い 

興味・関心のある人たちが、自らの意思で能動的に掲出媒体をピックアップ（手に取る）しますので、 

新聞・雑誌・折込チラシ等と比較しますとロスが少なく、効率の良い費用対効果が見込まれます。 

■媒体ターゲットに幅広く対応 

例えば、主に主婦層をターゲットとしたスーパーマーケットやドラッグストア、幅広い層にアピールできる書店や 

ショッピングセンターなど、媒体ターゲットごとに商品を展開。ニーズにマッチした商品の選定が可能となります。 

■看板効果も絶大。「ご掲出」そのものにも価値がある  

テイクワンボックスは、来店頻度の高い、生活に密着した集客力の高い店舗に設置されており、 

掲出媒体そのものが、看板の役割も果たします。 

また、掲出物の追加･展示改善･整理を毎週行い､毎月の消化状況をご報告させていただきます。 



①石川スーパーパック 

●ご利用料金 （１ヶ月） 

●配送・メンテナンス 

・週１回 月曜日に 専用便で配送 

 ※追加配送も可能（別途御見積） 
・月１回 消化データをフィードバック 

●基本契約内容 

①契約期間：フリーペーパー３ヶ月～ パンフレット１ヶ月～  

②石川県内各チェーンストア（別紙店舗一覧参照） 
 ※店舗を限定した掲出は行えません 

③使用ポケット  １ラックに付き １媒体 １ポケット～  
 ※ポケット位置の指定は、ご希望に添えない場合がございます 
 ※ご掲出希望の際は各チェーン様の媒体内容確認が必要となる場合があります 

※ラックイメージ ２列タイプ 

  

１ポケット
単価

店舗 台数

172,800 円(税別） 3,600円 (税別） 48店舗 48台

ご利用金額

※ポケット容量／A4マガジンタイプ260mm～300mm 
 （タブロイドタイプは上段のみ縦置き他は2つ折対応） 
※新店、閉店その他による、パック内での設置店の増減にご対応ください 



スーパー名 店名 住所 台数
田上店 金沢市田上さくら3丁目40番地 1
畝田店 金沢市畝田西３丁目603番地 1
安原中央店 金沢市福増町南1265 1
杜の里店 金沢市もりの里３－１７０ 1
西南部店 金沢市八日市出町８４０ 1
なるわ店 金沢市鳴和１－１－１０ 1
みずき店 金沢市みずき１－１ 1
とうりき店 金沢市東力４－４５ 1
大徳店 金沢市松村町ヌ７５番 1
近岡店 金沢市近岡町３５８ 1
有松店 金沢市有松2-6-30 1
大桑店 石川県金沢市大桑3-114 1
金沢高尾店 金沢市高尾台3-45 1
金沢元町店 金沢市元町2-17-30 1
木曳野店 金沢市寺中町チ59-1 1
ゆいの里店 金沢市三池新町18 1
久安店 金沢市久安２－２８２ 1
間明店 金沢市間明町１－２２１ 1
元菊店 金沢市元菊町１７－３３ 1
小立野店 金沢市小立野２－４２－３８ 1
泉野店 金沢市泉野町１－９－３ 1
春日店 金沢市春日町１－７ 1
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ナルックス

アルビス

マルエー

バロー

大坂屋ショップ

●石川スーパー金沢市内パック 



スーパー名 店名 住所 台数
アルビス 辰口店 能美市三ツ屋3-1 1

鶴来店 白山市知気寺町ち64 1
松任店 白山市五歩市町435-1 1
串店 小松市串町ス11-1 1
小松東店 小松市若杉町318 1
松任店 白山市相木2丁目15-1 1
松任東店 白山市番匠町45番地 1
大聖寺店 加賀市大聖寺岡町ニ-10 1
松任店 白山市成町236-1 1
コア井口店 白山市井口町ロ53-1 1
Lets鶴来店 白山市鶴来下東町カ-26 1
寺井店 能美市寺井町タ76 1
根上店 能美市大成町1-10 1
若杉店 小松市若杉町2-97 1
土居原店 小松市土居原町510-2 1
符津店 小松市符津町タ36-2　ショッピングスクエアーこまなん 1
片山津店 加賀市潮津町ロ-18 1
山中店 加賀市山中温泉本町1-ト29-1 1
大聖寺店 加賀市大聖寺南町ニ61 1
加茂店 加賀市加茂町115-1 1
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大阪屋ショップ

バロー

マルエー

●石川スーパー松任・小松・能美・加賀 地区パック 



スーパー名 店名 住所 台数
バロー 押越店 野々市市押越1-199 1
大阪屋 野々市三納店 野々市市三納1-193 1

マルエー 押野店 野々市市押野6-140 1
3

スーパー名 店名 住所 台数
バロー 羽咋店 羽咋市鶴多町五石高21 1

マルエー 内灘店 河北郡内灘町向陽台1-144 1
大阪屋 かほく店 石川県かほく市白尾ニ9-1 1
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●石川スーパー野々市地区パック 

●石川スーパー内灘・羽咋地区パック 



②石川県 金澤文苑堂書店パック 

●配送・メンテナンス 

・週1回 毎週月曜に専用便で配送いたします 
 ※別途御見積にて追加配送も承ります 
・月１回 消化データをフィードバック  

●ご利用料金 （１ヶ月）   

●基本契約内容 

①契約期間：１ヶ月～  
②原則全ての設置店舗をご利用ください 
③使用ポケット  １ラックにつき １媒体 １ポケット～ 
 ※ポケット位置の指定は、ご希望に添えない場合がございます 
 ※ご掲出希望の際は文苑堂書店様の媒体内容確認が必要となります 

店舗名 住所 

文苑堂ＴＳＵＴＡＹＡ金沢本店 金沢市西念４－２５－８ 

文苑堂ＴＳＵＴＡＹＡ金沢入江店 金沢市東力４丁目２３６ 

文苑堂書店金沢鳴和店 金沢市小金町７－１２ 

１ポケット
単価

店舗 台数

12,000 円(税別） 4,000円 (税別） 3店舗 3台

ご利用金額

●展開店舗 

※週１回の配送・メンテナンス作業費を含みます 
※ポケット容量／２７０ｍｍ～３２０ｍｍ 
※新店、閉店その他による、パック内での設置店
の増減にご対応ください 



③テルメ金沢 

 ※ラックイメージ     

●ご利用料金 （１ヶ月）   

●配送・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

・週１回 毎週月曜日に弊社専用便で配送いたします。 

    

※別途御見積にて追加配送も承ります。 
 

・月１回 消化データをフィードバック 

  

●基本契約内容 

①契約期間 フリーペーパー３ヶ月～   

②使用ポケット １ラックに付き １媒体 １ポケット～  
  

 ※ポケット位置の指定は、ご希望に添えない場合がございます。 

 ※ご掲出希望の際はテルメ金沢様の媒体内容確認が必要となります。 

※ポケット容量／A4マガジンタイプ260mm～300mm 
 （タブロイドタイプは上段のみ縦置き他は2つ折対応） 
※新店、閉店その他による、パック内での設置店の増減にご対応ください 

１ポケット
単価

店舗 台数

7,200 円(税別） 3,600円 (税別） 1店舗 2台

ご利用金額

・正面入口 １台  ・正面出口 １台    ※合計２台設置 



④アミューズメントパック 

●ご利用料金 （１ヶ月） 

●配送・メンテナンス 

・週１回 月曜日に 専用便で配送 

 ※追加配送も可能（別途御見積） 
・月１回 消化データをフィードバック 

●基本契約内容 

①契約期間：フリーペーパー３ヶ月～ パンフレット１ヶ月～  

②石川県内各アミューズメント店（別紙店舗一覧参照） 
 ※店舗を限定した掲出は行えません 

③使用ポケット  １ラックに付き １媒体 １ポケット～  
 ※ポケット位置の指定は、ご希望に添えない場合がございます 
 ※ご掲出希望の際は各チェーン様の媒体内容確認が必要となる場合があります 

※ラックイメージ 

  

１ポケット
単価

店舗 台数

36,000 円(税別） 3,000円 (税別） 12店舗 12台

ご利用金額

※ポケット容量／A4マガジンタイプ260mm～300mm 
 （タブロイドタイプは上段のみ縦置き他は2つ折対応） 
※新店、閉店その他による、パック内での設置店の増減にご対応ください 



店舗名 住所 台数

DSGメガワールド 石川県金沢市沖町イ55-5 1

DSGワールド御経塚 石川県野々市市御経塚4-66 1

DSGアリーナ野々市 石川県野々市市本町1-6-5 1

DSGアリーナ七尾 石川県七尾市藤橋町亥21 1

DSGメガシティ 石川県能美市寺井町口23 1

DSGメガシティ　APOLLO 石川県能美市寺井町口21 1

DSG小松 石川県小松市今江町9-330 1

DSG片町 石川県金沢市片町2-21-30 1

APOLLO長田 石川県金沢市長田本町チ42 1

APOLLO御経塚 石川県野々市市御経塚4-46 1

APOLLO野々市 石川県野々市市若松町68 1

マルハン　金沢店 石川県金沢市泉本町7-10-1 1
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●アミューズメントパック 



１ 

基本概要 

 

 

展開店舗・台数 

ご利用料金   

配送・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

１ポケット◎3,500円（税別）／月 × ４４台 

                       ※ 月額 154,000円（税別） 
 

※ポケット容量／A4マガジンタイプ上段250mm 中段 300mm 下段 300mm 

 （タブロイドタイプ版は2つ折対応） 

基本契約内容 

①ご契約期間：１ヶ月～ 

②別紙イオングループ設置店舗への媒体掲出 

 ※店舗を限定した掲出は行えません。 

③使用ポケット  １ラックに付き １媒体 １ポケット  

  ※ポケット位置の指定は、ご希望に添えない場合がございます。 

・設置台数                      １５店舗  ４４台 

・発行元様による配送・メンテナンス 
 （御社媒体発行スケジュールに合わせてご配送ください。） 
 

・弊社で、配送・メンテナンスをお受けする事も可能です。 ※別途御見積 

●商品の特徴 

石川県内のイオン・マックスバ
リュ・イオンタウン内に設置された
ラックをご利用頂けます。 

大型施設ならではの集客力を誇り、
幅広いお客様層に配布する事が可能
となります。 



2 

設置店舗リスト 

 

 店舗名 住所 台数
イオン小松店 小松市平面町ア69 5
イオン野々市南店 石川郡野々市町上林4-747 3
イオン松任店 松任市平松町102-1 5
イオンもりの里店 金沢市もりの里1-70 5
イオン金沢店 石川県金沢市福久町6街区18 2
イオン御経塚店 石川県石川郡野々市町御経塚二丁目91 3
イオンタウン金沢示野店 石川県金沢市示野中町79街区1 3
マックスバリュ金沢駅西本町店 石川県金沢市駅西本町5丁目2番13号 2
マックスバリュ内灘店 河北郡内灘町千鳥台４－１ 2
イオン加賀の里店 石川県加賀市上河崎町４７－１ 1
イオンかほく店 石川県かほく市内角タ２５ 5
マックスバリュ増泉店 石川県金沢市増泉4丁目3番3号 1
マックスバリュ東金沢駅前店 石川県金沢市高柳町十三字1番１ 2
マックスバリュ野々市店 石川県野々市市白山町４－１ 2
イオンモール新小松 石川県小松市沖周辺土地区画整理事業区域内20街区 3
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